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農業参入企業の持続的経営と地域貢献の関係

ReJationship between successfuJ participation ofthe enterprise to farming and its contribution to host communiザ

多国ひかり* 長聖子字規* 小寺昭彦*

Hikari TADA * Takanori NAGANO* Akihiko KOTERA * 

ド神戸大学大学院農学研究科)

(出GraduateSchool of Agriculture， Kobe University) 

はじめに

農地法改正による規制緩和を受け，農業に参入する一

般企業(以下，企業)が増加している。企業の農業参入

に関する研究は，参入の是非を開う議論に始まり，参入

企業数が増加するにつれ事例報告が蓄積されてきた。特

に参入企業数の多い地方中小建設業の参入については，

箆良な経営を行う企業の経営を詳細に分析することによ

ってその経営戦絡が明らかになりつつあるI)。このよう

な事例報告が進むなか，企業が参入地域に果たす役割が

期待されるようになってきた。

一方で，企業の参入によって地域の秩序が乱れること

や早期撤退への懸念は依然として残っている。また，企

業の経営についても，大半の企業は収支均衡が取れず農

業経営が厳しい状況にあるへそれでも参入する企業数

は今後も増加することが予想されており，企業および参

入地域の実状はさらに多様化が進んでいくものと考えら

れるヘ

このような企業の農業参入を取り巻く状況が急速に変

化している現状において，改めて企業に期待される役割

と持続的な経賞に求められる条件を検討する必要がある

だろう。本研究では，まず既柱の研究や報告書から，持

続的経営の条件について考察を行った。さらにその検証

を奈良県における参入企業の事例分析を通じて試みると

ともに，企業の経済活動のなかで地域への貢献はし、かに

行われるべきかを検討した。経営を続けるには黒字化す

ることが必婆である。参入企業が黒字化するには平均 7

年程度かかる 2)ため，本論文では参入から 7年程度を経

ている企業を調査対象とした。

立 企業参入に関するこれまでの状況

1 規制緩和とその背景

2000年の農地法改正により，株式会社形態の農業生産

法人の設立が株式議渡制限付きで認められた。その後も

2002年の構造改革特別産域法， 2005年の特定法人質付事

業(I日リース方式)の創設，さらに， 2009年の農地法改正

と規制緩和が進んだ。

このように農外食業の参入に関する規制緩和が推し進

められている背景には農業の弱体化がある。農業労働力

の減少，担い手の高齢化，耕作放棄地の増加，農業総生

産額の減少といった農業の弱体化が進行するなか，企業

に農業の新たな担い手として期待が高まっている。

2 企業に対する懸念

参入地域側の懸念、としては，企業の撤退とその後の農

地の荒廃，共同作業への不参加，地域秩序の混乱などが

あげられる。実際に参入している大半の企業が地元の中

小企業であり，地域の信頼を失うような行動は想定し難

いと考えられる九実際に参入企業の多くは地域の秩序

に配慮し，地域と良好な関係を築いている。

しかし， 2008年 9月までに旧リース方式で参入した

351社のうち l割弱にあたる 31社が撤退しており 3J

地域の不安が解消されていないことも事実である。また，

借地農地の焼制廃止により，現在の圏場から撤退・移動

するケースや穫良農地をめぐって地域の担い手との競

合・摩擦が懸念されている九

3 企業参入が地域に与えるメリット

企業が参入するメリットとして，地域農業と地域経済

の発展があげられる。

前者は耕作放棄地の解消や農地の維持，地域農業の後

継者の確保，既存農家の意識改革と高付加価値イむなどの

新たな農業事業創出への期待である州。室麗 6Jは企業が

担い手の不足する地域で個性を発揮しうるとし，また，

食糧生産のみならず参入地域の人的能力を引き出し，環

境・歴史・文化を保全し地域を発展させる役割を意識す

る必要性があるとしている。
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後者としては地域の援用の維持・創出，農業関連率業

の需要創出の期待がある。渋谷 2) の調査では農業に参入

した建設業者では一社につき平均 5.6人の新規雇用を生

み出していることが明らかになっている。山本・竹山 71

は， ]A ・既存農家・企業が一元集出荷体制の確立を図り，

既存農家，企業の経営規模拡大と一定ロットの確保によ

る叛売体制の改善を目標とした事例について，その経済

効果を明らかにしている。

4 中小企業の農業参入

参入企業は大企業と中小企業に大別されるが本論文

では中小金業を対象としているため，ここで、は中小企業

の参入についてのみ記述する。

現在参入している企業は地元の中小企業が圧倒的に

多い。中でも建設業は地域に根ざした存在Jとして

期待が大きく，参入数も多いため企業参入研究の重要な

テーマである。建設業で最も多い参入動機は，公共工事

等の土木建設需要が減少するなかでの雇用機会の確保，

食品産業では自社製品の差別化や原料の安定供給など

が主であるσ 渋谷 1)2)お護屋 6) 米国 9)は以下のことを

明らかにしている。

中小企業の参入動機は消極的な理由が参入の契機に

なっている場合が多いが，同時に，農業の担い手不足に

対する地域への貢献という意識や，農業は将来有望な産

業になるという積梅的な展望を持っている。

参入方式は農業生産法人を設立し借地により農地を

手当てする場合が多く，賃借する農地の状態や農地の規

模は様々である。参入初期は小規模で，地域の信頼を得

るとともに賃借が可能となり，規模を拡大していくケー

スが多い。販売の特徴としては，既存農家との競合を屈

避し，差別化を図るため，ニッチ作物や特別栽培，加工

の導入といった付加価値商品を量販倍や農協以外の流

通業者や加工業者へ出荷するケースが多い。地域内で農

協との関係が希薄であること，企業という組織の中で生

産と営業を分業して行えること，ニッチ作物が農協の共

選共販になじまないことなども背景として挙げられる。

参入企業は農業技術，販路開拓，資金調達において談題

に直面し，黒字化するまで、に約 7年程度の期間が必要で

あるという厳しい経営状態であるが，赤字を理由にすぐ

に撤退するわけではない。

参入した中小企業の経営戦略として資源の有効利用

と本業への波及効果が挙げ、られる。企業がもとより保有

している資源として，建設業では機械・労働力，建設関

連技術，労働管理手法，食品産業では販路などが挙げら

れる。保有していない栽培技術などは外部から調達して

いる。また，このような経営革新を行いうる経営センス

と人的資源も企業の有する資源である。このような資源
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を有効に活用することで生産から販売に至る各工程で

の競争優位を形成している。本業への波及効果としては，

環境保全や食料自給率へ貢献する企業として，企業評価

が向上すること，建設業であれば，地域貢献とその評価

や新たな人間関係から受注機会の拡大が望める。

臨 持続的経営に求-められる要因

以上の既存研究や事例報告から，参入企業が持続的に

農業経営を行っていくための要問として以下の項目を

抽出した。

1 経営者のカ

渋谷1J，米間 9)の事例報告から，参入企業の経営者の

徹底した農業への思いと行動力が経営の持続性と経営

発展に大きく関連していると読み取れる。また，従業員

の栽培技術の習得や地域の中での行動を指導すること，

活力の喚起などの組織管理能力が重要である。

2 地域との良好な関係構築

地域との良好な関係を構築することは多くの事例報

告やヒヤリング舗査からも，多くの経営者がこれを重要

と考えていることが明らかである。

3 経営資源の調達・有効利用

経営資源とは人・金・物である。経営資源、には内部資

源、と外部資源、がある1)。建設業からの参入の場合，大型

機械作業に'慣れている人材を保持している点，余剰労働

力の有効利用など自社が有している経営資源が内部資

源、として挙げられる。外部資源とは栽培技術など自社が

有していない経営資源である。企業はこれらを調達・有

効利用することで自社の強みを形成する1)0

4 販路の繍拓

渋谷のアンケート調査j)からわかるように販路の開

拓は資金面の問題に次ぐ参入企業にとっての問題であ

る。食品関連業からの参入のように参入前から販路が確

保されている場合を除き，参入初期の販路を如何に確保

するかが重要である。

5 本業への寛獄も含めた収支均衡

ほとんどの参入企業は参入後一定期間赤字である 1)。

この期間にも投資が必要であり，ある程度の企業体力が

必要で、ある。この投資が最終的には回収されることが必

要であるが，農業部門単独の収益のみならず，本体企業

のイメージアップなどの本業への波及効果や堆肥の販

の農業関連事業の創出により企業全体としての収

支均衡を達成する仕組みづくりが必要である1)9)。

以上の条件について，参入企業の事例報告において検

証するとともに，近年期待されている企業が地域に果た

す役割についても考察する。



w 参入企業事例調査

参入企業の事例として，建設関連のグループ会社の一

構成部門として農業参入を果たした奈良県の農業生産法

人を取り上げるつ当該企業は参入企業の業種の中で最も

多い建設関連業である。また，地域外からの参入であり

地域との関係の構築が国難であったと予想されることか

ら対象事例として選出したc 開き取り調査は平成 22年 9

月と平成 23年 4月の 2度にわたり行った。

1 調査企業の概要

有限会社農業生産法人類農園奈良農場(以下，農園)

は類グループ。(建築設計，学習塾，不動産，コンサル)

の一構成部門として 1999年に奈良県宇陀郡(現・宇陀

市こ設立された。従業員は，社員 9名，研修生 5名，

ノえート雇用 2名である。農闘の経営者は丸一浩氏(以下，

経営者)が務めている。栽培面積は，施設栽培約 1ha， 

露地栽培約 4ha，水稲約 4haで，地域農家から直接借

り受けている。特別栽培農産物を栽培し，環境保全型農

業を推進している。販売事業の他，農業体験事業，新規

就農希望者に対する研修，インターンシップ生の受け入

れ等を行っている。

2 設立の背景

農閣の母体企業で、ある類グループでは，業務を行うに

あたり社会の実情をとらえることが重姿であるという

考え方を基に，社内勉強会が実施されてきた。その中で，

1990年頃から農業がテーマとして取上げられるように

なり，農閤事業開設の機運が高まっていった。母体企業

内での社内販売や他部門との栂乗効果などを考慮、し，

習塾での農業体験事業を主とした新規事業として，農業

参入へと至った。農業に対する危機感と農業の持つ可能

性への期待から，参入の黙には f農と地域の活性化」と

いうテーマを掲げた。

3 参入初期から現在までの状況

(1)農地

農園は，学習塾の生徒を対象とした体験差是盟を経営の

柱としていたため，立地については換の所在する大阪府

からのアクセスが考議された。最初は 80aで参入し，

その後，地域から信頼を得られるようになるにつれ規模

を拡大した。農地は約 5km園内に分散しており， 10個

程度の集溶にまたがっている。臨場が分散していること

については，作業効率の低さ，管理の困難さ，集務の共

同作業の重複，共同作業のノレールにおける集落間の差異

などが問題点としてあげられる。まとまった盟場からの

距離が離れているという環由で返還した土地もあるが，

その捺には引き継ぎできる生産者を紹介することに努

めた。主要な臨場が位置する集落の共同作業には必ず参

加するが，他の集落での共同作業が薫なる場合には農地

の地主に参加してもらうことで対応している。参入初期

に比べると，現在では土壌条件や土地の規模・位置に関

して比較的良好な農地を選択して借りることができる

ようになってきている。

(2)栽培技術確立

農園の社員は農業に関しては全くの未経験者ばかり

であったため，参入前の 1年間は近畿盟内の農家に住み

込みで研修を行った。参入後は地域の農家や県， JAに

指導を仰ぎつつ試行錯誤を繰り返した。現在では隣接す

る農業生産法人との間で従業員の交流を盛んに行うこ

とでも互いの知識・技術を蓄積している。技術の習得，

経験の蓄穣，土地の集積，機械の導入などによって 10a 

あたりの労働時間は参入当時の約1/9まで削減に成功

している。

(3)機械・施設整備

‘参入への初期投資は母体企業が肩代わりをしている。

農業は機械・施設等に多額の投資が必要となるが，社員

が有していた建築技術を活用することでこれを最小限

に留めた。施設などの設備設計や測量・配管などは全て

自社で行い，農業機械は中古品を購入することでコスト

削減に成功した。

(4)栽培品問・販路

参入時の栽培品目は，うるち米を中心に少量多品問を

試験的に栽培し，販路としては母体企業内でのお中先と

しての販売，社員とその親戚への直販と，直売所での販

売が中心であった。参入時から経営者自らが営業担当と

して熱心に叛路を開拓し，現在では大手スーパー，加工

業者，仲卸業者，外食f吉などへ出荷を拡大している。販

路の拡大に伴い栽培品目は変化し，現在は，酒米，うる

ち米，野菜苗，ミズナ， トマトなどを栽培している。さ

らに，直売所へは少量多品目の果菜類などを出荷してお

り，消費者のニーズ、を把握することと共に，地域内で競

合が起きないよう配慮もしている。参入当初は販路開拓

やマーケティングの経験もなく手探りの状況が続いた

が，卸売業者への電話営業，流通業やスーパーのバイヤ

ーが参加する研修会での交流など，精力的に販路開拓に

努めた。契約の打ち切り，取引先の倒産も経験したが，

生産技術や販路開拓の失敗の原因を突き詰め，経験を蓄

積していった。現在では生産量が契約出荷量に満たない

場合は地域の農家と格互に補填し，また，取引先の情報

を共有するなど良好な関係も構築している。地域振興作

物である大黒豆，宇陀大納言言小豆の栽培技術確立にも奈

良県と連携して取り組んでいる。取引先を選出するにあ

たっては，取引先の経営状況を識査することが重要であ
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表 1 事例企業の農業参入における持続性要医の分析
Table 1 An坐ysisof factors contributing to success of farming of th 官官-~- -属骨'ー骨 骨---

戦置き・経営努力 持続性への寄与

経営者の力量
権限の委務，全員での窓思決定，社外交流による従業員への 組織の活力総持，総織の透明性の磁{呆，信頼される組織構築

刺激.1述書室員への教育

地域との良好な関係檎害事
共同作業への参加，屋義士i主返却Z寺の配慮[，社会貢献宅葬祭，地域 スムーズな長善治賃借，長基地の選択余地の拡大，技術支援の主主

との競合を避ける栽培品目の選定.;J!l;萄慢に労働する姿勢 受，情報の共有による適切な経営戦略の選択

経営資源の繍逮
母体会主誌の建築技術・総長室管理能力の利用，母体企業からの

建設コストの削減，スムーズな経綴運営

-有効利用
資金提供，地域安I孫の手1)f苦，栽培技術研修，行政機関等から

技術の習得，労徽効率の向上，人的ネッi、ワーク構築
の技術支援

販路の開拓 母体会議内での販売，熱心な営言語活動，地域からの紹介 初期の販路の害童保，販路の拡大

本業へのま窒献も含めた
収支均衡

収支均衡

りこれには地域内の会話から得られる情報が非常に有

効であるという。

ヰ 自然体験麗陸

母体企業では，農業と教育事業の連携をビジネスチャ

ンスとしてとらえ，塾の生徒を対象とした自然体験農園

を年間数回にわたり実施している。子どもたちが地域の

農家で作業を手倍う企画も設けている。

参加生徒数は毎回 80名程度である。保護者にも農業

に触れる機会を設け，農や食に対する理解を深めること

にも努めている。年間参加費と保護者向けの野菜や加工

品の販売で収益をあげている。

企業の社員研修としての農業体験も受け入れている。

受け入れ企業としては取引先の外食活から介護福祉施

設まで様々である。取引先である外食居の社員が契約量

の一部の栽培管理を行うケースもあり，この外食活では

社長自らが生産に携わっていることを付加価値として

客にアピーノレしている。これは同時に，この外食j苫の客

に農園の存在を認知してもらうことにも繋がっている。

5 新規就護者向けの農業研修

農闘は新規就農希望者への農業研修の受け入れも行

っている。これまで約 20名謹度の研修生を受け入れて

きた実績がある。研修生は数年間栽培技術や農村での暮

らしを学んだ後に新規就農を目指す。農閣の近鉾で就農

することによって，土地の賃借や地域との付き合いが比

較的円滑に進められることや就農後も農閣からの技術

商でのフォローを受けやすいといったメリットがある。

また，地域への新規就農者は地域の耕作放棄地解消にも

繋がっている。

6 地域との醸わり

農闘が設立された当時は，異業種からの農業参入は異

例であり，地域からの懸念、も高かった。参入当初 80a 

の農地しか借りることができなかった背景にはこのよう

な理由がある。最初は地域の農家から理解を得ることが

できなかったが，まじめに農業生産に取り組む姿が評価
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母体企業(特{こ学習豊島)のイメージ向上，コンサノレナイング芸事業の

ノウハウの議機

されるようになり，参入から 3 年~5 生手頃には次第に信

頼を得ることができるようになってきた。集落の行事に

は毎回出席し，地域の交流の場には積極的に参加してコ

ミュニケーションを取ることを心がけた。また，新規就

農希望者の長期研修，農業インターンシップの受け入れ

など社会貢献活動への熱心な取り組みや，返還した土地

への対誌や地域との競合間避を意識した栽培品自の選定

も地域との信頼形成に貢献していると思われる。

7 地域内での活動

宇陀商工会議所の推進する農酷工連携に参加し，加工

品の提案，意見交換やファーマーズ、マーケットを実施し

ている。また，近隣の農業生産法人との人材交流を行う

など地域農家との交流が盛んである。奈良県が主催する

fふる里学陀黒枝立祭り」では農簡の社員がスタッフと

して活躍している。また，経営者は，奈良県エコファー

マ…連絡会会長も務めている。

8 組織管理

u)勤務体制

個々の従業員に担当する圏場がj!fIJり当てられている。

1日2回のミーテイングでは各担当者の報告により

が全踊場の状況を把握し，問題解決に努める。また，作

業量に応じた人員の調整を行う。経営に関する方針は社

員全員が議論を交わし意思決定を行う。この体制は母体

企業の経営方針に基づいている。

(2)社員・研修生への教育

企業経営の活力には組織の人員の活力が大きく関わり，

人員の活力をし、かに引き出すかは経営者にとって重要な

課題である。経営者は，若手の社員や研修生の活力を引

き出し，持続させるために，彼らが農業についての理解

を深める機会を与えることを実践している。地域で賠償

される技討すセミナーや交流会，商談会に従業員を参加さ

せ，経営や生産技術，地域との付き合いを大切にさせる

目的に加え， f也の参加者から刺激を受け，活力を喚起す

ることを目的としている。



(3)経営者の管理能力

農圏の経営者は，農園の設立以前は設計技術者であり，

各設計部内の人材から構成されるチームの素任者も務め

ていた。そのため，チームの人心把揖や効率よく作業を

配分する能力に長けていた。

V 参入企業事例の考察

1 持続性要国の分析

取で述べた五つの持続性要因が農園の経営の中で如何

に実践され，持続性に寄与していたかを表 1にまとめた。

(1)経営者のカ量

農閣は参入当初から地域との良好な関係構築に努めて

いる。そのような行動を可能としたのは，経営者が，農

業や地域に対する信念、，行動力，組織の活力を維持する

能力を有していたことが大きく関わっている。経営者は

・農村にはやりがし、や人との繋がりといった価値が

あり，農業は社会の期待に応えうる仕事であり，大きな

可能性が見出せるという信念を持っている。組織管理に

関しては圏場ごとの担当者に権限を委譲することや全体

で意思決定を行うことで賞任感を持たせ，活力を維持す

る組織の環境形成を行っている。このような体系でスム

ーズに意思決定を行うために経営者は幅広い見解と知識

を有し，組織内の異なる意思を調整し，合意形成を行う

能力を有している。また，組織の構成員の活力を喚起・

維持することは組織経常にとって重要であり，このこと

においても経営者の能力が関われる。経営者は母体企業

での業務の中でこのような能力を培ってきた。

(2)地域との良好な関係の構築

地域と積極的に接触することにより地域と良好な関係

を構築し，スムーズな農地賃借，技術支援，情報の共有

を可能とし，規模拡大・画場条件の選択，技術改善，技

術や販路の適切な選択を実現している。

(3) 経営資源の調達・有効利用

農園の内部資源の有効利用としては，施設設備設計や

殴場のj長IJ最を自社で行うことによる初期投資のコストの

削減，経営者が母体企業で蓄積した管理者としての経験

や母体企業の意思決定方針が組織の運営に活かされてい

ることが挙げられる。外部資源、の有効利用としては自治

体や地域からの栽培技術の提供がある。これらを経営に

取り入れることが経営に有利に働いているc さらに，外

部資源の調達を通じて新たな人的ネットワークを構築す

ることにより地域との関係を強化している。

(4)販路の開拓

参入初期から母体企業内販売といった販路が確保され，

一定の収益が篠保されていたことが強みであったと考え

られる。その後の販路開拓に関しては，熱心な営業活動

により出荷先や地域農家との人脈を拡大することで叛路

の拡大が実現したといえる。

(5) 本業への貢献を含めた収支均衡

.収支均衡とは母体企業のイメージアップなどによる母

体企業への波及効果を含めて母体企業全体の収支が黒字

となることである。参入初期の母体企業からの投資は，

農闘を母体企業全体でのビジネスに還元する構想、があっ

てこそ可能であったと考えられる。現在でも農闘の経営

は母体企業全体の会計的な利益獲得に十分な貢献をして

いるわけではないが，学習塾のイメージ向上や都市計闘

のコンサルティング能力の蓄穣など母体企業への波及効

果が考えられる。波及効果が得られるまで投資を続ける

ためには参入時の母体企業自体の体力が必要であるc

2 麗髄が地域にもたらした利益

農園の経営活動が地域にもたらした利益を表 2にまと

めた。栽培の項目における農翻の取り組みは地域の意識

改革に賞献し，地域活動や交流，販売の項目では農閣と

地域が協働することによって地域内の労働力や情報が増

大したことを示している。また，体験事業のなかで地域

の農家が普段接することのない都市の住民と交流し，都

市住民が農業に興味を示す姿を実感する機会は地域の農

家にとって活力となっている。これらは室屋引が指摘す

る f参入地域の人的能力を引き出すj ことに繋がるc 企

業に期待される役割とは，地域と協同することで地域資

源を活かすことであると考えられる。

3 持続的経営と地域賞献の関連性

地域との良好な関係構築は，農地の獲得，地域とのコ

ミュニケーションの中での販路や技術の情報共有をもた

らし，農園に実質的な経営資源、の増加をもたらした。こ

のような関係は企業が地域との競合的な活動を避け，相

補的な関係を醸成することで得られる。地域活動への参

加は信頼関係の構築に留まるが，地域の資源を新たな荷

品価値として事業に組み込むこと(体験事業での地域の

農家と参加者の交流)や地域で協働すること(祭りへの

参加や農商工連携)など農閣の経営発援を昆指した積極

的な交流が地域にとっての利益と農園にとっての利益を

共通の方向に導き，相補的な関係を強化している。通常

参入企業の地域貢献は，経営資源の移譲と見られがちで

あるが，地域の持つ知識や情報などといった地域資源を

会業が経営に有効に活用しようとする意思が，より実手IJ

のレベルでの対話を可能にし，相手IJ的な関係の構築に寄

与すると考えることができる。

W おわりに
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表 2 事例企業の参入が地域にもたらした利益

Table 2 B巴nefitto community brought by the case ent巴rpnse

燦閣の経営活動 地域の利益

農地
自haを耕作・研修終了生の

耕作放棄地の解消
新規就燦

栽培
環境保全君主差是業への取り組 地域を怒号1，地域とし Lの生産

み，地域援奥作物の栽培 拡大，出荷量の補壌

地域 黒豆部会の役員，地域イベ
イベント逐営の労働力磁保

i舌動 ントへの参加

販売 取引先の情報交換・紹介 地域産暴言まの販路拡大

近隣の燦業生産法人との技
{ml災業生産法人の経営を刺激

交流 術交流・情報交換
地域産業の発展

塁塁商工i塞携d ¥の参加

体験 参加者と地域燦家が触れ合
都市住民との触れ合い

事業 うカリキュラム

互主用
常勤 (2人)， ~毎時 (10人程

雇用機会の創出
度)のパート雇用

本研究では，企業の農業参入に留する既存研究より考

察した参入企業の持続性に重要である条件に長Ijし事例分

析を行った。その結果，事例企業において持続的な経営

と地域貢献の相乗的な繋がりが明らかになった。企業は

地域の人的資源、を活かすことで持続的な経営を可能とし

ている。また，そのような働きかけが地域に新たな資源

を提供し，地域への貢献に繋がっている。地域のルーノレ

を守りながら共同作業やコミュニケーションの機会に参

加することが，地域の文脈を知り，地域の実状に合わせ

て経営を行い，地域の人的資源、を活かすことに繋がって

いる O

今後も企業の参入は増加することが予想されるが，参

入時には企業・地域の情報を互いが把握した上で企業と

地域が協働することが可能かどうかを検討する必要があ

るだろう。
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Summary : Today enterprises which begin to participate in agriculture are increasing in number. In agricultural communities which 

permit their participation， there are mixtures of hopes and concems about their rol巴s.Enterprises need to establish both economical 

success and collaborative partnership with host communities for their sustainable managenient. In this paper we first tried to extract 

factors which are important for their sustainable participation from reviews of existing studies and then analyzed the actual case of 
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